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日日日日 日日日日

1111 火火火火
木木木木 歯科検診(上)歯科検診(上)歯科検診(上)歯科検診(上) 日日日日 市民体育大会(相撲)市民体育大会(相撲)市民体育大会(相撲)市民体育大会(相撲) 火火火火 委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動 金金金金 月月月月

始業式始業式始業式始業式
給食開始給食開始給食開始給食開始 1111

2222 水水水水
金金金金

家庭訪問４家庭訪問４家庭訪問４家庭訪問４
入学を祝う会入学を祝う会入学を祝う会入学を祝う会

月月月月 水水水水 土土土土 火火火火 委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動
2222

3333 木木木木
土土土土 憲法記念日憲法記念日憲法記念日憲法記念日 火火火火

４年下八ケ佐加野用水見４年下八ケ佐加野用水見４年下八ケ佐加野用水見４年下八ケ佐加野用水見

学会　　　学会　　　学会　　　学会　　　委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動 木木木木 日日日日 水水水水
3333

4444 金金金金
始業式始業式始業式始業式 日日日日 みどりの日みどりの日みどりの日みどりの日 水水水水 金金金金 月月月月 木木木木

4444

5555 土土土土
月月月月 こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日 木木木木 集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日 土土土土 火火火火 金金金金 集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日

5555

6666 日日日日
火火火火 振替休日振替休日振替休日振替休日 金金金金 日日日日 水水水水 土土土土

6666

7777 月月月月
入学式入学式入学式入学式 水水水水 集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日 土土土土 月月月月 集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日 木木木木 日日日日

7777

8888 火火火火
２～６年給食開始２～６年給食開始２～６年給食開始２～６年給食開始
離任式離任式離任式離任式

木木木木
内科検診(上)内科検診(上)内科検診(上)内科検診(上)
1,2年校外学習1,2年校外学習1,2年校外学習1,2年校外学習 日日日日

２年親子活動２年親子活動２年親子活動２年親子活動
火火火火 クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動 金金金金 月月月月

8888

9999 水水水水
１年給食開始１年給食開始１年給食開始１年給食開始 金金金金

内科検診(下)内科検診(下)内科検診(下)内科検診(下)
5年地場産センター見学5年地場産センター見学5年地場産センター見学5年地場産センター見学 月月月月 放課後かたかご教室放課後かたかご教室放課後かたかご教室放課後かたかご教室 水水水水 土土土土 火火火火 学校訪問研修会学校訪問研修会学校訪問研修会学校訪問研修会

9999

10101010 木木木木

県学力調査　町別児童会県学力調査　町別児童会県学力調査　町別児童会県学力調査　町別児童会
集金振替日　学童貯金日集金振替日　学童貯金日集金振替日　学童貯金日集金振替日　学童貯金日 土土土土 火火火火 学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日 木木木木 学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日 日日日日 水水水水

連合運動会連合運動会連合運動会連合運動会
学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日 10101010

11111111 金金金金
県学力調査県学力調査県学力調査県学力調査 日日日日 水水水水

小中さわやかあいさつ小中さわやかあいさつ小中さわやかあいさつ小中さわやかあいさつ
運動～１３日(金)運動～１３日(金)運動～１３日(金)運動～１３日(金)

金金金金 月月月月 木木木木 予備日予備日予備日予備日
11111111

12121212 土土土土
月月月月

尿検査 ぎょう虫検査尿検査 ぎょう虫検査尿検査 ぎょう虫検査尿検査 ぎょう虫検査

学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日 木木木木
よい歯の児童生徒よい歯の児童生徒よい歯の児童生徒よい歯の児童生徒
コンテストコンテストコンテストコンテスト

土土土土 ３年親子活動３年親子活動３年親子活動３年親子活動 火火火火 金金金金
12121212

13131313 日日日日
火火火火 委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動 金金金金 心臓検診心臓検診心臓検診心臓検診 日日日日 ４年親子活動４年親子活動４年親子活動４年親子活動 水水水水 土土土土 小中科学展小中科学展小中科学展小中科学展

13131313

14141414 月月月月
身体計測身体計測身体計測身体計測 水水水水 土土土土 市民体育大会(陸上)市民体育大会(陸上)市民体育大会(陸上)市民体育大会(陸上) 月月月月 木木木木 日日日日 小中科学展小中科学展小中科学展小中科学展

14141414

委員会任命式委員会任命式委員会任命式委員会任命式 木木木木
団結ランチ団結ランチ団結ランチ団結ランチ

日日日日 ６年親子活動６年親子活動６年親子活動６年親子活動 火火火火 クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動 金金金金 月月月月 敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日

　平成26年度　年間行事計画　(万葉小学校)　平成26年度　年間行事計画　(万葉小学校)　平成26年度　年間行事計画　(万葉小学校)　平成26年度　年間行事計画　(万葉小学校)

４月４月４月４月(1年17，2～5年18)(1年17，2～5年18)(1年17，2～5年18)(1年17，2～5年18) ５月５月５月５月（20）（20）（20）（20） ６月６月６月６月（21）（21）（21）（21） ７月７月７月７月(17)(17)(17)(17) ８月８月８月８月 ９月９月９月９月(20)(20)(20)(20)

15151515 火火火火
委員会任命式委員会任命式委員会任命式委員会任命式 木木木木

団結ランチ団結ランチ団結ランチ団結ランチ
歯科検診（下）歯科検診（下）歯科検診（下）歯科検診（下）

日日日日 ６年親子活動６年親子活動６年親子活動６年親子活動 火火火火 クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動 金金金金 月月月月 敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日
15151515

16161616 水水水水
金金金金 月月月月 水水水水 土土土土 火火火火

16161616

17171717 木木木木
耳鼻科健診耳鼻科健診耳鼻科健診耳鼻科健診 土土土土 志貴野中運動会志貴野中運動会志貴野中運動会志貴野中運動会 火火火火 ５年宿泊学習５年宿泊学習５年宿泊学習５年宿泊学習 木木木木 日日日日 水水水水

17171717

18181818 金金金金
学習公開・家庭教学習公開・家庭教学習公開・家庭教学習公開・家庭教
育学級・ＰＴＡ総会育学級・ＰＴＡ総会育学級・ＰＴＡ総会育学級・ＰＴＡ総会

日日日日 水水水水 ５年宿泊学習５年宿泊学習５年宿泊学習５年宿泊学習 金金金金 町別児童会町別児童会町別児童会町別児童会 月月月月 木木木木
18181818

19191919 土土土土
月月月月 田植え予備日田植え予備日田植え予備日田植え予備日 木木木木 プール開きプール開きプール開きプール開き 土土土土 火火火火 金金金金

19191919

20202020 日日日日
火火火火 田植え田植え田植え田植え 金金金金 日日日日 水水水水 土土土土

20202020

21212121 月月月月

交通安全教室交通安全教室交通安全教室交通安全教室
眼科検診眼科検診眼科検診眼科検診 水水水水 運動会予行運動会予行運動会予行運動会予行 土土土土 １年親子活動１年親子活動１年親子活動１年親子活動 月月月月 海の日海の日海の日海の日 木木木木 日日日日

21212121

22222222 火火火火
全国学力･学習状況調査全国学力･学習状況調査全国学力･学習状況調査全国学力･学習状況調査

委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動 木木木木 日日日日 火火火火 金金金金 月月月月
22222222

23232323 水水水水

二上射水神社祭礼二上射水神社祭礼二上射水神社祭礼二上射水神社祭礼
聴力検査聴力検査聴力検査聴力検査

金金金金 月月月月 水水水水
給食終了 保護者会給食終了 保護者会給食終了 保護者会給食終了 保護者会
保護者相談期間保護者相談期間保護者相談期間保護者相談期間

土土土土 火火火火 秋分の日秋分の日秋分の日秋分の日
23232323

24242424 木木木木

避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練
ＢＦＣ編制式ＢＦＣ編制式ＢＦＣ編制式ＢＦＣ編制式 土土土土 運動会運動会運動会運動会 火火火火 クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動 木木木木

終業式終業式終業式終業式
６年立山登山６年立山登山６年立山登山６年立山登山

日日日日 水水水水
４年宿泊学習４年宿泊学習４年宿泊学習４年宿泊学習
小中さわやかあいさつ運小中さわやかあいさつ運小中さわやかあいさつ運小中さわやかあいさつ運
動～２６日（金）動～２６日（金）動～２６日（金）動～２６日（金） 24242424

25252525 金金金金

視力検査（下）視力検査（下）視力検査（下）視力検査（下）
家庭訪問１家庭訪問１家庭訪問１家庭訪問１ 日日日日 予備日予備日予備日予備日 水水水水 金金金金 ６年立山登山６年立山登山６年立山登山６年立山登山 月月月月 木木木木 ４年宿泊学習４年宿泊学習４年宿泊学習４年宿泊学習

25252525

26262626 土土土土
月月月月 繰替休業日繰替休業日繰替休業日繰替休業日 木木木木 土土土土 火火火火 金金金金

26262626

27272727 日日日日
火火火火

尿検査予備日尿検査予備日尿検査予備日尿検査予備日
クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動

金金金金

学習公開　１年給食参観学習公開　１年給食参観学習公開　１年給食参観学習公開　１年給食参観
試食会　ファイヤーパーク試食会　ファイヤーパーク試食会　ファイヤーパーク試食会　ファイヤーパーク
引き渡し訓練引き渡し訓練引き渡し訓練引き渡し訓練

日日日日 水水水水 土土土土
27272727

28282828 月月月月

視力検査（上）視力検査（上）視力検査（上）視力検査（上）
家庭訪問２家庭訪問２家庭訪問２家庭訪問２ 水水水水

１０才のファーストコ１０才のファーストコ１０才のファーストコ１０才のファーストコ
ンサートンサートンサートンサート

土土土土
市民体育大会市民体育大会市民体育大会市民体育大会
（水泳）（水泳）（水泳）（水泳）

月月月月 木木木木 日日日日
28282828

29292929 火火火火
昭和の日昭和の日昭和の日昭和の日 木木木木 日日日日 火火火火 金金金金 教育講演会教育講演会教育講演会教育講演会 月月月月

29292929

30303030 水水水水 家庭訪問３家庭訪問３家庭訪問３家庭訪問３ 金金金金 月月月月 水水水水 土土土土 火火火火 委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動
30303030

31313131
土土土土 木木木木 日日日日

3131313131313131 31313131

稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り備考備考備考備考
毎月１５日は「ノーテレビ・ノーゲーム」ファミリーデー毎月１５日は「ノーテレビ・ノーゲーム」ファミリーデー毎月１５日は「ノーテレビ・ノーゲーム」ファミリーデー毎月１５日は「ノーテレビ・ノーゲーム」ファミリーデー



※４月現在の予定です。ご利用の際はご確認ください。※４月現在の予定です。ご利用の際はご確認ください。※４月現在の予定です。ご利用の際はご確認ください。※４月現在の予定です。ご利用の際はご確認ください。

日日日日 日日日日

1111 水水水水 土土土土 月月月月
放課後かたかご教室放課後かたかご教室放課後かたかご教室放課後かたかご教室

木木木木
元日元日元日元日

日日日日 日日日日 1111

2222 木木木木 日日日日 火火火火 金金金金 月月月月 月月月月 2222

3333 金金金金 月月月月
文化の日文化の日文化の日文化の日

水水水水 土土土土 火火火火
入学説明会入学説明会入学説明会入学説明会
半日体験入学半日体験入学半日体験入学半日体験入学 火火火火

卒業を祝う会卒業を祝う会卒業を祝う会卒業を祝う会
委員会引継式委員会引継式委員会引継式委員会引継式 3333

4444 土土土土 火火火火
委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動

木木木木 日日日日 水水水水 水水水水 4444

5555 日日日日 水水水水
県西部小学校教育課程研県西部小学校教育課程研県西部小学校教育課程研県西部小学校教育課程研

究集会　　究集会　　究集会　　究集会　　集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日 金金金金
集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日

月月月月
集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日

木木木木
集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日

木木木木
集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日

5555

6666 月月月月
集金振替日集金振替日集金振替日集金振替日

木木木木 土土土土

TAKAOKAｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｰﾄTAKAOKAｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｰﾄTAKAOKAｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｰﾄTAKAOKAｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｰﾄ
ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ(1/12まで)ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ(1/12まで)ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ(1/12まで)ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ(1/12まで)

火火火火
    

金金金金 金金金金
同窓会入会式同窓会入会式同窓会入会式同窓会入会式

6666

7777 火火火火
委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動

金金金金 日日日日 水水水水 土土土土 土土土土 7777

8888 水水水水 土土土土 月月月月
放課後かたかご教室放課後かたかご教室放課後かたかご教室放課後かたかご教室

木木木木
始業式 給食開始始業式 給食開始始業式 給食開始始業式 給食開始

日日日日 日日日日 8888

9999 木木木木 日日日日 火火火火
委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動

金金金金 月月月月 月月月月 9999

10101010 金金金金
学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日

月月月月
学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日

水水水水
学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日

土土土土 火火火火
委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動
学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日 火火火火

学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日
10101010

11111111 土土土土 火火火火
クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動

木木木木 日日日日 水水水水
建国記念の日建国記念の日建国記念の日建国記念の日

水水水水 11111111

12121212 日日日日
志貴野中学校祭志貴野中学校祭志貴野中学校祭志貴野中学校祭

水水水水 金金金金 月月月月
成人の日成人の日成人の日成人の日

木木木木 木木木木 12121212

13131313 月月月月
体育の日体育の日体育の日体育の日

木木木木 土土土土 火火火火
委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動
学童貯金日学童貯金日学童貯金日学童貯金日 金金金金

学習公開学習公開学習公開学習公開
金金金金 13131313

14141414 火火火火 金金金金 日日日日 水水水水 土土土土 土土土土 14141414

もちつき準備もちつき準備もちつき準備もちつき準備 町別児童会町別児童会町別児童会町別児童会 スキー学習スキー学習スキー学習スキー学習

２月２月２月２月(19)(19)(19)(19) ３月３月３月３月(６年　，他17)(６年　，他17)(６年　，他17)(６年　，他17)

　平成26年度　年間行事計画　(万葉小学校)　平成26年度　年間行事計画　(万葉小学校)　平成26年度　年間行事計画　(万葉小学校)　平成26年度　年間行事計画　(万葉小学校)

１０月１０月１０月１０月(22)(22)(22)(22) １１月１１月１１月１１月(17)(17)(17)(17) １２月１２月１２月１２月(17(17(17(17)))) １月１月１月１月(16日)(16日)(16日)(16日)

15151515 水水水水 土土土土
もちつき準備もちつき準備もちつき準備もちつき準備

月月月月
町別児童会町別児童会町別児童会町別児童会

木木木木
スキー学習スキー学習スキー学習スキー学習

日日日日 日日日日 15151515

16161616 木木木木 日日日日

学習公開・もちつき学習公開・もちつき学習公開・もちつき学習公開・もちつき
大会大会大会大会 火火火火

クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動
金金金金 月月月月 月月月月 16161616

17171717 金金金金 月月月月
繰替休業日繰替休業日繰替休業日繰替休業日

水水水水 土土土土 火火火火
クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動

火火火火 17171717

18181818 土土土土 火火火火
第２回歯科検診第２回歯科検診第２回歯科検診第２回歯科検診
委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動 木木木木 日日日日 水水水水 水水水水 18181818

19191919 日日日日
学習発表会学習発表会学習発表会学習発表会

水水水水 金金金金
保護者会１保護者会１保護者会１保護者会１

月月月月 木木木木 木木木木 19191919

20202020 月月月月
繰替休業日繰替休業日繰替休業日繰替休業日

木木木木 土土土土 火火火火
クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動

金金金金 金金金金 20202020

21212121 火火火火
クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動

金金金金 日日日日 水水水水 土土土土 土土土土
春分の日春分の日春分の日春分の日

21212121

22222222 水水水水 土土土土 月月月月
保護者会２保護者会２保護者会２保護者会２
給食終了給食終了給食終了給食終了 木木木木 日日日日 日日日日 22222222

23232323 木木木木 日日日日
勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日

火火火火
天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日

金金金金 月月月月 月月月月
給食終了給食終了給食終了給食終了

23232323

24242424 金金金金
第３区域連合音楽第３区域連合音楽第３区域連合音楽第３区域連合音楽
会会会会 月月月月

振替休日振替休日振替休日振替休日
水水水水

終業式終業式終業式終業式
土土土土 火火火火

クラブ見学クラブ見学クラブ見学クラブ見学
火火火火

終業式・修了式終業式・修了式終業式・修了式終業式・修了式
24242424

25252525 土土土土 火火火火
クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動

木木木木 日日日日 水水水水
交通少年団入退団交通少年団入退団交通少年団入退団交通少年団入退団
式式式式 水水水水 25252525

26262626 日日日日 水水水水 金金金金 月月月月 木木木木 木木木木 26262626

27272727 月月月月 木木木木 土土土土 火火火火
委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動

金金金金 金金金金 27272727

28282828 火火火火
クラブ活動クラブ活動クラブ活動クラブ活動

金金金金 日日日日 水水水水 土土土土 土土土土 28282828

29292929 水水水水
マラソン大会マラソン大会マラソン大会マラソン大会

土土土土 月月月月 木木木木 日日日日 29292929

30303030 木木木木
就学時健康診断就学時健康診断就学時健康診断就学時健康診断

日日日日 火火火火 金金金金 月月月月 30303030

31313131 金金金金
マラソン大会予備日マラソン大会予備日マラソン大会予備日マラソン大会予備日
６年「こころの劇場」６年「こころの劇場」６年「こころの劇場」６年「こころの劇場」 水水水水 土土土土 火火火火 31313131

卒業式卒業式卒業式卒業式

備考
卒業式卒業式卒業式卒業式


